
令和 3 年度人権標語最優秀賞 百道小６年生の作品です 
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毎週(月) そら文庫 14:30 児童等集会室 
１日(月) よかトレ体操＆サロン 10:00 ロビー・いこいの家 
１日(月) ｼﾆｱｽﾞｸﾗﾌﾞももち役員会 15:30 いこいの家 
5日(金) 自治連合会定例会 19:00 講   堂 

12日(金) 臨時休館予定日 
13～15日 お盆臨時休館予定日 
18日(木） 乳幼児フリースペース 10:00 講   堂 

 19日(金） 自治協議会役員会 19:00 講   堂 
22～26日 ラジオ体操 後半 6:20 百道小校庭集合 
25日(木) ももちっこらんど（絵本読み聞かせ） 10:30 講   堂 
26日(金) 公民館運営懇話会 19:00 講      堂 
27日(土) 資源回収 11:00 迄に回収場所

 27日(土) 防犯パトロール 19:00 公民館集合 
28日(日) 校区親善バレーボール大会 8:30 百道小体育館集合 

30日(火) 人権学習講座 19:00 講   堂 

 ももち 公民館
だより 

814-0006 早良区百道 3丁目１-２ 

TEL：０９２-８３１-２４０１ 

FAX：０９２-８３１-６６７３ 

Mail：momochi62＠jcom.home.ne.jp 

Facebook 

8 月 

第 373号 令和 4年 8 月 1日 

早良区役所● 
●早良警察署

●西福岡税務署
郵政研修センター● 

百道小学校● 

百道公民館★ 
●早良保健所

地下鉄藤崎駅 

出 会 い

ふれあい 
学び合い 

８月の校区行事予定 

乳幼児フリースペース 講堂 

クールシェアで乳幼児さん向けに講堂を開放します。

講師はいませんが、絵本を読んだり、自由に遊んだり

できます。兄弟・姉妹もご一緒にどうぞ。

🌼🌼 日 時： 8 月１８日(木)10:00～11:30

🌼🌼 持ってくるもの：お母さんのマスク・タオル 
 

月 1回の臨時休館予定日のお知らせ 
8月 12日(金)は利用申し込みがない場合、休館いたします。 
利用申し込みは 8月 2日(火)午後５時までにお願いします。 

お盆の臨時休館予定日のお知らせ 
8月 13日(土)～15日(月)の 3日間に利用申し込みがない場
合は、臨時休館いたします。利用申し込みは 8月 5日(金) 
午後５時までにお願いします。 

暑中お見舞い 
申し上げます 

コロナに負けず、暑さに負けず、
お体 に気 をつけてお過 ごしくださ
い 百道公民館 職員一同

百道公民館運営懇話会 

日 時：8月 26日（金）19:00 ～20:30 
場 所：百道公民館 講堂 
※ 傍聴希望の方は 15分前までにお越しください

※感染状況によっては中止する場合があります。
Facebook での確認や、公民館にお尋ねください。

公民館ご利用にあたっては、感染防止対策を徹底するよ
うご理解とご協力をお願いたします。ご自身やご家族の
発熱や体調が悪い場合は来館の自粛をお願いします。 

人権学習講座 
日 時：8月 30日(火)19:00～20:30 
内 容︓DVD フォーラム 『秋桜の咲く日』 
     ～違いを認め合い、活かしあう社会へ～ 
講 師︓人権推進員 齋藤 利近さん 
場 所︓講 堂 ／定 員︓40人（先着順） 

日 時：9月 3日(土)10:00～11:30 
内 容︓落語 『寝床』 
講 師︓内浜落語会 粗忽家 勘朝さん 
場 所︓講 堂 ／定 員︓40人（先着順） 

持ってくるもの：飲物・マスク 
※両日ともにどなたでもご参加いただけます

事前に公民館へお申し込みください 
共催：百道校区人権尊重推進協議会 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

夏休み児童等集会室を開放しています

勉強や読書、室内遊びにご利用ください
【日 程】7 月 22 日(金)・28 日(木)・29 日(金) 

8 月 3 日(水)・10 日(水)・17 日(水)・26 日(金) 

【利用時間】10:00～12:00、13:00～17:00 

【場 所】児童等集会室 

※ 公民館の注意事項を守ってご利用ください

8 月から百道公民館公式 LINE を始めます 

 スマホで右横の QR コードを読み取って

登録すると、百道公民館や地域の情報を 

簡単にチェックできます。 

ぜひご登録ください！！ 

※情報発信のみで、個々の対応はお電話で承ります。

※8月の熟年教室・乳幼児ふれあい学級・遊び塾ももち
日本語教室・ウォーキングの会はありません



 
 

 

 

 

 

日時：8 月 27 日（土）※雨天決行 

持出し時間：８時～11 時までに 
指定の回収場所へ 

※チラシ・ポスター参照
回収物：新聞・雑紙・段ﾎﾞｰﾙ・古布 

アルミ缶・スチール缶
一升瓶・ビール瓶

（他の瓶は回収できません） 
※回収物は当日に出してください
※瓶缶はフタをはずし、中を洗ってきれいにしてく

ださい
※アルミ缶とスチール缶は分けて出してください

（飲料用のみ）
主催：環境活動推進会議 共催：自治連合会 
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夏休み ラジオ体操 後半 
健康的で規則正しい生活を！

校区の皆さまどなたでも参加できます。 

日 程 8 月 22 日（月）～26 日（金） 

時 間 ６：２０集合/６：３０開始  少雨決行 

場 所 百道小学校校庭 

主 催 百道校区自治協議会・ラジオ体操実行委員会 

日時：8 月 4 日（木）受付：13:30～14:00 

※要予約。７月 21 日９時～ 先着順で 12 組定員

場所：百道公民館 

内容：身体測定・育児相談・妊産婦の健康相談 

持ってくるもの：母子手帳 

☆予約・お問い合わせ☆早良区保健福祉センター

地域保健福祉課 Tel：０９２－８３３－４３６３ 

花や緑を楽しみながら、省エネや熱中症予防などの地球 

温暖化対策に取り組める緑のカーテン♪  

設置している個人や団体の作品を募集し、コンテストを 

実施します！ 

応募作品は市ホームページにて WEB 投票（9/16～

9/26）を実施。受賞者にはギフトカードを贈ります。 

詳細は公民館などで配布する応募用紙や市ホームページを

ご覧ください。 

【問合せ先】環境局 脱炭素社会推進課 TEL711-4282 

『緑のカーテンコンテスト』作品募集！
応募期間 8/1～8/31(必着) 

母子巡回健康相談 

８月６日（土）の百道夏祭りは

１０月８日（土）秋祭りへ

延期 します

主催：百道校区自治協議会・夏祭り実行委員会 

ももちっこらんど 
就園前の親子の自由遊びや交流の場としての場を提

供しています。偶数月の第 4週目は、読み聞かせをし
ます。保護者の癒しにもどうぞ。地域ボランティアが
お待ちしています。 
【開催日】毎月第 2・4 木曜日 10:30～11:30 
8月は 25日(木)10:30～のみ。祝日はお休みです。 
【申込み】先着 6組程度。公民館へ。 

百道校区社会福祉協議会・地域ボランティア 

百道公民館でﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ申請受付 
【 日 時 】令和 4年８月 16日（火） 

9時 30分～12時 30分 
【 会 場 】百道公民館 
【 対象者 】早良区に住民票のある方 
【事前予約期間】7月 27日(水)～8月 10日(水) 

9時～18時の間 
定員に達した時点で予約受付を終了します。 

【予約受付】 
福岡市マイナンバーカード申請予約センター 

TEL ０９２－２６０－３５９０ 
FAX ０５０－２７２－２３１２ 

【必要なもの】 
①通知カードまたは個人番号通知書 
②住民基本台帳（お持ちの方のみ） 
③本人が確認できるもの 

  （運転免許証、パスポートなどの原本） 
【 主 催 】 

福岡市総務企画局データ活用推進課 
(この事業は業者への委託により実地します。) 

・屋外では、近距離（2m 以内を目安）で会話をする時
以外は、マスクをはずしましょう。
・屋内では、人との距離（2m 以上を目安）が確保でき
て、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する
必要はありません。
・マスクを着用している時は負荷のかかる作業や運動
をさけ、適宜マスクを外して休憩を。

政府広報オンラインより 

 １０月待ってます！！ 

★ソーラン節踊り子隊★追加募集！

１０月８日（土）の秋祭りでソーラン節を踊ります！！

一緒に踊って秋祭りを盛り上げよう 

〇対 象 百道校区在住の小学生 

〇練習日 8月 4日（木）10時～12 時 

  7 日（日）14時～16時 

22日（月）10時～12時 

  26日（金）14時～16時 

〇申込み 参加希望の方は公民館までお申し込みください 

百道校区子ども会育成会 

※９月の練習日
は後日お知らせ
します。

資 源 回 収 


